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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 82.0 ha

平成 28 年度　～ 令和 2 年度 平成 28 年度　～ 令和 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人／年 H28 R2

人／年 H28 R2

点 H24 R2

都道府県名 茨城県 大洗町 大洗駅周辺地区

計画期間 交付期間 2

大目標　コンパクトシティの推進に資する大洗駅周辺市街地の拠点性向上、商業・観光拠点と連携した交流賑わい空間づくり
　小目標①　大洗駅周辺の利便性・魅力向上、大洗港との連携強化
　小目標②　既存商店街を活かした市街地回遊性の向上
　小目標③　町を代表する観光拠点のおもてなし空間形成

【大洗町の現況及びまちづくりの経緯】
・大洗町は、東西2.5km南北9.0km、面積23.19k㎡、東京から約100kmの距離に位置している。茨城県太平洋沿岸のほぼ中央にあり、県都水戸市の中央部（水戸駅）から南東に約11km、東は太平洋、北は那珂川、北西は涸沼川、南西は涸沼に接し、水と
緑に囲まれた町である。産業は、豊かな水辺を生かした水産業や観光産業のまちとなっており、年間を通し多くの来訪者が訪れている。
・平成23 年3 月11 日に発生した東日本大震災の強い揺れと津波により、本町は沿岸部地区を中心に甚大な被害を受け、町の基幹産業である水産業や観光産業も、震災により大きな打撃を受けた。観光の回復傾向はみられるものの、依然として地域
経済の活力低下が懸念され、「災害に強いまちづくり」とともに「新たに創出する魅力を活かしたまちづくり」が重要となっている。

【大洗駅周辺地区の現況及びまちづくりの経緯】
・海岸線はおおらかな湾形を成し、市街地は概ねこれに沿う低地部に形成され、後方に標高25m～35mの丘陵を背負っている。海岸沿いに平坦地、背面が丘陵地という地形から、市街地には住宅地や商業地が混在し密集している。また、市街地の中央
部で内陸側に位置する鹿島臨海鉄道大洗鹿島線大洗駅は、日常的に町民が利用するとともに観光客を迎え入れる町の玄関口であり、大洗町役場、文化センターをはじめとする公共公益施設も駅から１km圏内に集積し、大洗駅周辺にはコンパクトな市
街地が形成されている。市街地内は100円バスの海遊号が、駅等の主要施設と観光施設を結ぶよう１時間に１便運行しているほか、海の玄関口である大洗港からは、北海道に向けてフェリーが１航路運行されている。
・大洗駅と、大洗フェリーターミナルや大洗マリンタワーがある海の玄関口を一直線につなぐ（都）駅前海岸線は、「大洗町復興まちづくり計画」（平成25年3月策定）において、大洗駅と沿岸部の主要集客施設を結ぶ重要な避難路として位置づけられ、優
先的に整備されることとなった。また、（都）駅前海岸線は、避難路としてだけではなく、本町のまちづくりにおいて、賑わいや景観形成の面などからも重要な役割を果たすことが期待されている。
・本地区を北東から南西方向に縦断する既存商店街では、100円商店街、地元大学生によるカフェなど活性化に向けた様々な取り組みが行われている。特に近年では、人気アニメ「ガールズ&パンツァー」を町おこしに活用し、商店街への等身大キャラク
ターパネルの設置やスタンプラリー、イベント開催などにより、多様な観光客を集めるようになった。
・本地区の北端で、大洗磯前神社の門前にあたる区域（宮下地区）は、県道大洗公園線に沿ってホテル、旅館、飲食店等が立地する宿泊観光エリアである。平成20年3月には「宮下地区まちなみ景観整備基本計画」が策定され、電線地中化による道路
景観整備が進められており、町の景観形成を図るうえで重要な地区となっている。

・大洗駅を中心に地域生活サービス施設や公共施設等の都市機能が集約されているものの、社会情勢の変化による駅前や既存商店街等の活力低下や、東日本大震災を教訓とした安心・安全な市街地づくりが課題となっており、町の玄関口であり、災
害時の一時避難場所でもある大洗駅周辺の利便性及び魅力向上により町の中核機能の強化を図る必要がある。また、駅から港湾地区を結ぶ（都）駅前海岸線は本町の復興シンボルロードと位置づけており、本路線の新設にあわせて駅前や沿道のま
ちづくりを推進し、海からの避難路としての交通施設整備とともに計画的な修景整備を進め、町の顔にふさわしい景観形成や賑わい空間づくりを図る必要がある。
・また、大洗駅を中心とする区域では、多様な都市機能が分布しているものの、中心市街地の活力低下により、都市機能の維持や観光拠点の活用が課題となっている。このため，コンパクトシティの推進に資する都市づくりを進め、市街地を中心とする
地域経済の再構築を図るとともに、（都）駅前海岸線という都市軸を活用し、都市機能の集積する中心拠点と観光拠点のネットワーク強化を図った歩いて暮らせるまちづくりを実現する必要がある。
・東日本大震災からの真の復興を目指し、基幹産業である観光を活かした地域経済の活性化が課題となっており、市街地北端に位置する宮下地区については、町を代表する宿泊観光エリアとして集客力を高めることが求められている。観光客をおもて
なしする空間を形成するため、電線類地中化に合わせた修景整備や休憩・案内施設整備、これらに合わせたソフト事業により集客を図る必要がある。

・大洗町都市計画マスタープラン：本計画区域は、「中心拠点」「産業・業務拠点」「観光軸」の一部に位置づけられている。「中心拠点：大洗駅周辺や港湾地区周辺，役場周辺を核に大洗町の陸の玄関口としての観光インフォメーション機能の充実により
人・物・情報が充実した拠点」「港湾・産業拠点：港や魚市場などの漁業関連施設を中心に大洗町の基幹産業である漁業の活力を生み出す拠点。またフェリーターミナルやマリンタワーなどを中心に大洗町の海の玄関口として発展に寄与する拠点」「観
光軸：アクアワールド茨城県大洗水族館、大洗公園、大洗磯前神社、海産物販売店、飲食店、マリンタワー、サンビーチなどの海沿いの観光施設を中心に道路や緑、町並みなど、地域要素や色彩などが連続して楽しめ、総じて海岸美が感じられる観光
軸」としている。
・大洗町復興まちづくり計画：本計画地区は、「産業基盤の復興と再生のため、地域特性に応じた拠点形成」を図るものとし、「中心拠点」「産業・業務拠点」「観光レクリエーション拠点」の一部として、復興拠点に位置付けられている。また、「中心拠点及び
観光レクリエーション拠点において、新たに整備する避難施設及び避難路等は、安全性の確保とともに景観及びユニバーサルデザインに配慮」するものとしている。加えて「大洗駅舎（または駅前広場）」を「一時避難場所」、「(都)駅前海岸線」を「避難路」
と設定している。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

・観光入込客数 一年あたりの観光入込客数
本町への交流人口を直接表す数値であり、事業の実施による波
及効果を計測する指標である。

454 560

・ビーチスポーツイベント等参加者数 一年あたりのビーチスポーツイベント等参加者数
イベント参加者数は、事業の収益予測の前提になり、持続可能な
事業の確立に向けた指標である。

0 1800

・大洗駅周辺地区景観の魅力度
町民意向調査による大洗駅周辺地区（大洗駅周辺、商店
街、宮下地区）景観の魅力度評価（５段階）の平均点

駅周辺、商店街、観光拠点（宮下地区）のおもてなし空間整備と連
携による大洗駅周辺地区の魅力度評価向上

2.586 3.0



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

【基幹事業】
　公園：漁村広場公園改築
　地域生活基盤施設：（仮称）大洗まちなか散策案内板
　高質空間形成施設：大洗公園線歩道照明
　
【関連事業】
　緑化推進（フラワーポット設置）事業

・必要に応じて駅前海岸線沿道地区及び宮下地区の地権者及び地域住民、地元商店会、大洗町観光協会等との協議を行いながら、事業を進める。
・ビーチスポーツを核とした大洗サンビーチの賑わいづくりを行い、一年をとおして賑わうまちづくりを目指す。

方針に合致する主要な事業
・【整備方針１：大洗駅周辺の利便性・魅力向上、大洗港との連携強化】
・大洗鹿島線大洗駅の駅前整備により、町の玄関口にふさわしい環境を整備する。
・（都）駅前海岸線は、大洗駅と大洗港を結ぶ災害時の避難路として、機能性や安全性を確保し、日常的に人に優しく歩きやすい空間づくりを目指す。また、
沿道空間を活用し、ポケットパーク、案内板、モニュメントの設置等、「大洗らしさ」「おもてなし」等のあるシンボルロードづくりに取り組む。
・（都）駅前海岸線沿道に位置する町営第一駐車場について、新たな賑わい形成を図る空間として、今後の活用方策を検討する。
・既存商店街との連携やイベントの開催等により、駅と大洗港をつなぐ交流空間づくりを進める。

【基幹事業】
　地域生活基盤施設：大洗駅前広場　改修
　地域生活基盤施設：駅前海岸線ポケットパークＡ
　地域生活基盤施設：駅前海岸線ポケットパークＢ
　地域生活基盤施設：（仮称）大洗まちなか散策案内板
　
【関連事業】
　（都）駅前海岸線　街路事業
　緑化推進（フラワーポット設置）事業

・【整備方針２：既存商店街を活かした市街地回遊性の向上】
・本町の中心市街地の形状を活かして町の魅力や誘客力を高めるため、大洗駅や大洗港等の町の玄関口から、大洗海岸公園、大洗磯前神社等の観光拠
点を結ぶ商店街の拠点性の再構築を進め、地域住民や訪れる人に優しく歩きやすい空間づくりを目指す。
・既存商店街を活かし、地域住民のまちなかでの社会活動や、観光客のまちなか散策を促進する空間や拠点づくりに取り組み、歩きやすい空間づくりと一
体となって、ネットワークと拠点強化によるコンパクトかつ集約化されたまちづくりを目指す。

【基幹事業】
　地域生活基盤施設：町道1295号線改良(道路美装化)
　地域生活基盤施設：（仮称）大洗まちなか散策案内板
　
【関連事業】
　緑化推進（フラワーポット設置）事業

・【整備方針３：町を代表する観光拠点のおもてなし空間形成】
・県道大洗公園線は、宿泊施設や観光資源が集積する宮下地区の骨格道路として、日常的に人に優しく歩きやすい空間づくりを目指す。
・緑に囲まれた大洗磯前神社の門前の佇まいを活かす、植栽（松等）、歩道照明灯等、落ち着きと風格のある沿道景観づくりに取り組む。
・地区住民との協働により、海の景観や観光資源等を活かすための案内サイン等、観光客をもてなす空間づくりに努める。
・観光拠点を結ぶ沿道の公園を改修し、計画区域内での回遊性の向上、地域住民及び観光客の交流空間づくりを図る。

 



様式３　目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路 大洗町 直 4,800㎡ H28 R2 H28 R2 480.0 480.0 480.0 - 480.0 －

公園 大洗町 直 1,000㎡ H30 H30 H30 H30 17.6 17.6 17.6 - 17.6 -

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

大洗町 直 124㎡ H28 H28 H28 H28 24.7 24.7 24.7 - 24.7 -

大洗町 直 170㎡ H29 H30 H29 R2 31.2 31.2 31.2 - 31.2 -

大洗町 直 172㎡ H28 H28 H28 H28 3.5 3.5 3.5 - 3.5 -

情報板 大洗町 直 6基 H29 R2 R2 R2 30.0 30.0 30.0 - 30.0 -

宮下地区歩道連続照明 大洗町 直 360m H29 H30 R2 R2 45.0 45.0 45.0 - 45.0 -

高次都市施設

中心拠点誘導施設

生活拠点誘導施設

高齢者交流拠点誘導施設

既存建造物活用事業（高次都市施設）

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 632 632 632 0 632 - …A

提案事業（継続地区の場合のみ記載）

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

大洗町 直 5箇所 R2 R2 R2 R2 3 3 3 3

大洗町 直 98.2ha R2 R2 R2 R2 5 5 5 5

合計 8 8 8 0 8 …B

合計(A+B) 640
（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
茨城県 国土交通省 530m 〇 H24 H28 1,800

大洗町 3,670m 〇 H25 5

合計 1,805

交付対象事業費 640 交付限度額 256 国費率 0.4

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目
大洗駅前広場

漁村広場公園

地域生活基盤施設
緑地、広場

（都）駅前海岸線A

（都）駅前海岸線B

（都）若見屋平戸線

（都）駅前海岸線、商店街、宮下地区

高質空間形成施設 緑化施設等

連携生活拠点誘導施設

住宅市街地
総合整備
事業

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目

地域創造
支援事業

サイクリングスポット整備 大洗駅前広場・港中央・磯浜町

事業活用調
査

事業効果分析業務 大洗駅周辺地区全域

まちづくり活
動推進事業

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費

（都）駅前海岸線　街路事業 （都）駅前海岸線

緑化推進（フラワーポット設置）事業 （都）駅前海岸線、商店街

 



都市再生整備計画の区域

　大洗駅周辺地区（茨城県大洗町） 面積 82.0 ha 区域 大洗町桜道、大貫町、磯浜町、港中央の一部

大洗駅周辺地区（82.0ha）

 


